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はじめに 

C#5.0 において async および await キーワードが導入され、非同期で動

作するアプリケーションの開発が容易になりました。従来のライブラリでの複

雑な準備や後処理は不要となり、await とメソッド呼び出しの前に書くだけ

で簡単に非同期処理を行えるようになりました。このライブラリを作り始めた

のはその頃です。私は、従来よりも簡単に非同期処理ができるようになった

今、ライブラリで async, await を利用すれば非常に簡単に、しかもアプリ

ケーションをフリーズさせずに Twitter にアクセスできるのではないかと思

いました。そして、その考えが本当なのかどうかを確かめるために Saruna

を作り上げました。なぜ Twitter なのかというと、ちょうどそのころサーク

ル内で Twitter クライアントの作成がはやり始めていた時期だったからで

す。他の人がクライアントを作るなら自分はライブラリを、というわけです。 

Saruna のテスト用アプリケーションである Rooftop Horizon はみなさま

の目に直接触れるアプリケーションですので、その派手な部分に目が行きがち

ですが、どうか後ろに存在するライブラリである Saruna についても多少考

えてみてください。 
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上に示したものがアプリケーションの標準画面です。アプリケーションの画

面は次に示すように大きく 3 つに分かれています。 

① コントロールペイン: アプリケーションの操作とツイートの投稿を行い

ます。 

② タイムラインペイン: タイムラインを表示します。 

③ ユーザーストリームペイン: ユーザーストリームの通知を表示します。 

次に各部の詳細を説明します。 

1. 各部の説明 

１ 

 
2 

3 
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1.1. コントロールペイン 

１ 2 3 4 

5 

このペインではツイートの投稿のほかに、ユーザーストリームの接続や切

断、ユーザーの設定を行うことができます。また、ツイート欄を使用してタイ

ムラインを操作することもできます。 

各部の要素を次に示します。 

① ツイートを投稿したり、コマンドを実行したりします。Ctrl+Enter を押

下することでも同じことができます。 

② ツイートとともに投稿する画像を選択します。画像はツイート欄の下に表

示されます。 

③ ユーザーストリームを接続あるいは切断します。また、現在のユーザース

トリームの状態を確認することもできます。 

④ Twitter にサインインすることでユーザーを認証します。 

⑤ 投稿するツイートをここに書きます。コマンドも書くことができます。 

コマンドについては「2. コマンド」をご覧ください。 

1.2. タイムラインペイン 
 このペインではタイムラインの表示とタイムライン内の各ツイートに対する

操作を行うことができます。この操作はTwitter社の公式のクライアントも備

えている「お気に入りへの追加」「リツイート」「リプライ」のほかに、 
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多くの非公式クライアントでは標準的である「非公式リツイート」も含ま

れています。このクライアントの非公式リツイートは公式クライアントが備

える引用とは異なり、もとのツイートに対してのリプライとして投稿されま

す。（技術情報:すなわち in_reply_to_status_id にもとのツイートの id が

格納されます。）また、たとえばツイート内のユーザーメンションをクリッ

クすると、標準ブラウザで twitter の公式ホームページのユーザーページを

開くなど、詳細な情報をブラウザで直接閲覧することができます。 

2 3 4 

5 

6 

7 

次に各要素を説明します。 

① 認証されているユーザーのアイコンとユーザー名（screen_name）を示し

ます。 
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 ② ホームタイムラインを表示するタブです。 

③ メンションタイムラインを表示するタブです。 

④ ダイレクトメッセージを表示するタブです。現在ダイレクトメッセージは

閲覧のみが可能で、作成および削除はできません。 

⑤ タイムラインを手動で更新するボタンです。タイムラインに現在表示され

ているツイートよりも最新のツイートが存在したら、取得してタイムライ

ンに追加します。ユーザーストリーム接続中にも使用できます。 

⑥ ツイートをコントロールするボタンです。左から「お気に入りへの登録」

「リプライ」「リツイート」「非公式リツイート」を行います。お気に入

りからの削除はできません。 

⑦ このツイートのリプライ先のツイートを表示します。 

1.3. ユーザーストリームペイン 

ユーザーストリームが通知するメッセージを新着ツイートおよびダイレクト
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メッセージを除いてすべて出力しています。ユーザーストリームが通知する

メ ッ セ ー ジ と し て は、主 要 な も の に は FriendListNotice、

TweetDeletionNotice、DirectMessageDeletionNotice、EventNotice があ

り ま す。こ れ ら の メ ッ セ ー ジ に つ い て 大 ま か に 説 明 し ま す。

FriendListNotice はユーザーストリーム接続時に通知されるメッセージで、

フォローしているユーザーのユーザー ID のリストを持っています。

TweetDeletionNotice および DirectMessageDeletionNotice は名前の通

り、ツイートまたはダイレクトメッセージがユーザーによって削除された際に

通 知 さ れ、削 除 し た オ ブ ジ ェ ク ト の ID を 保 持 し て い ま す。最 後 の

EventNotice はお気に入りへの登録、お気に入りからの登録解除、フォ

ロー、フォロー解除、リストへの追加、リストからの削除などといったユー

ザー間で発生する事象を通知します。このメッセージにはオブジェクトが格納

されることがあり、UI 表示も格納されているオブジェクトを使用していま

す。 

お気に入りへ登録したユーザーがすべて認証ユーザーであるためこのように

表示されていますが、ユーザーストリームでは認証ユーザーのアクティビティ

だけでなく、フォローしているユーザーのアクティビティを収集することがで

きます。ちなみに、このユーザーストリームペインにおいてもツイートに対し

て操作を行うことができる場合があります。 

このクライアントは一種の言語を用いてマウスカーソルを動かすことなくツ

イートをお気に入りに登録したりリツイートしたりすることができます。タイ

ムラインを操作するその言語の名前をツイート一覧操作および問い合わせ言語

（Tweet List Control and Query Language; Tlicoquel）といいます。

Tlicoquel は一般的なプログラミング言語よりも語順に自由度があり、しかも 

2. コマンド 
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英語に近い文法を持っているので考えていることを近い形で書き表すことが

できます。次に Tlicoquel の文法を示します。A|B は A と B の選択、{A}

は A の 0 回以上の繰り返し、[A]は A が存在するか存在しないことを表し

ます。 

Statement ::= Command {“;” Command } [“;”] 

Command ::= FavoriteCommand | UnfavoriteCommand | Re-

tweetCommand | ReplyCommand | SelectCommand 

FavoriteCommand ::= fav [Position] 

UnfavoriteCommand ::= unfav [Position] 

RetweetCommand ::= rt [Position] 

ReplyCommand ::= re [Position] 

SelectCommand ::= sel [Position] {Clause} [“{“Statement”}”] 

Clause ::= CountClause | OnClause | WhereClause 

CountClause ::= count Unsigned 

OnClause ::= on Timeline 

WhereClause ::= where OrExp 

Timeline ::= home | mentions | user ScreenName 

OrExp  ::= AndExp { or AndExp } 

AndExp ::= NotExp { and NotExp } 

NotExp ::= [not] Exp 

Exp ::= Cond | “(“ OrExp ”)” 

Cond ::= by [ScreenName] | via [ClientName] | contains [Text] | 

matches [Regex] 

Position ::= (+|-) [Unsigned] 

Position は符号がついていれば下方向を正としたときの現在の選択位置か

らの対象ツイートの相対位置を示し、符号がついていなければ先頭を 0 とし

たときの絶対位置を示します。 

selコマンドは条件に合うツイートを選択して、波括弧内のコマンドを実行 
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するコマンドです。count 句は選択するツイートの長さを、on 句はツイー

トを取得するタイムラインを、where 句はツイートを選択する条件を、それ

ぞれ指定します。where 句の by は投稿ユーザーによる選択を、via は投稿

クライアントによる選択を、contains はツイートのテキストの包含関係にお

いての選択を、matches は正規表現によるツイートのテキストとのマッチン

グによる検索を表します。 

実際にツイート欄にコマンドを記す際は、通常のツイートと区別するために

先頭に「@!」を付けます。 

以下に Tlicoquel を用いたツイート操作の例をいくつかあげます。 

● 最新 100 件のツイートからユーザー x が投稿したツイートをお気に入

りに登録する 

@! sel 0 count 100 where by x { fav } 

● 最新 100 件のツイートからユーザー x および y の会話をお気に入りに

登録する 

@! sel 0 count 100 where by x and matches “^@y” or by y match-

es “^@x” { fav } 

Tlicoquel の構文は少々複雑ではありますが、非常に強力なツイート操作を

提供します。お気に入りからの削除などの一部の機能は UI では未実装です

ので、よろしければこちらの構文を利用してツイートを操作してみてはいかが

でしょうか。 

3. Saruna について 

3.1. 概要 

 ライブラリの利用者がまずアクセスする Saruna のメインクラスは

“Twitter”です。”Twitter”クラスには Twitter API のすべての API に 1 対
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1 に対応するメソッドがあります。ライブラリの利用者はこのメソッドを利

用することで Twitter とやり取りできます。 

“Twitter“クラスを支えるのは各種オブジェクトクラス群です。オブジェク

トクラスとは Twitter API 上で JSON によって 1 つのオブジェクトとして

あらわされるものに対応するクラスで、”Tweet”, “User”, “DirectMessage”, 

“List”などがあります。 

さらにその下位層にはインフラストラクチャが存在しています。インフラス

ト ラ ク チ ャ ク ラ ス 群 に は“TwitterRequest”ク ラ ス お よ び

“TwitterRequestContent”ク ラ ス が 属 し て い ま す。こ れ ら の ク ラ ス は

Twitter と HTTP メッセージをやり取りすることによって、上位層の要求し

たオブジェクトを Twitter から取得したり、上位層の要求した操作をオブ

ジェクトに対して行ったりします。 

基本的には上位層のオブジェクトは下位層のオブジェクトが提供するサービ

スのみを用いるので、依存関係が整理されすっきりします。ただ同じ階層間の

依存関係については除去できない循環参照がいくつか存在するため、現在のク

ラス間の依存関係は非常に入り組んでいます。 

Direct Message User Tweet 

Twitter 

etc... List Place 

Twitter Request 
Content Twitter Request 
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3.2. 特長 
Saruna は Rooftop Horizon とともに開発されたため、クライアントの持

つ一般的な機能がより簡単に実装できるように、Twitter API の実装には必須

ではない補助的なクラスやフィールドおよびインターフェイスが存在していま

す。その筆頭に当たるのが”Timeline”クラスおよび”ITimeline”インターフェ

イスです。Twitter API は状態をやり取りできないため、API によって返さ

れるのは基本的にツイートオブジェクトの配列です。一般的にはこれをそのま

まクライアント側のリストの先頭に追加していくのですが、この際、重複取得

を避けるためのいくつかの工夫が必要となります。Timeline クラスは面倒な

部分をすべてライブラリが行ってくれるため、重複取得の心配はありません。 

Tweet10 

Tweet9 

Tweet8 

Tweet6 

Tweet5 

Tweet3 

Tweet2 

Tweet1 

どこかはわからないが、こ

の中で取得できていないツ

イートが存在するらしい 

再取得 

Tweet10 

Tweet9 

Tweet8 

Tweet6 

Tweet5 

Tweet3 

Tweet2 

Tweet1 

Tweet7 

Tweet4 

Timelineクラスではこれがメソッドひとつでできる 
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さらに Timeline クラスの存在にはほかにも利点があります。ダイレクト

メッセージはタイムラインの取得が送信済みのメッセージと受信済みのメッ

セージに分割されています。クライアントでこの 2 つのタイムラインを一つ

にまとめ上げるにはどうすればいいでしょうか？ CompositeTimeline クラ

スを利用すると、2 つのタイムラインを結合し時間によって降順に並べ替え

られたタイムラインを得ることがでいます。このようにタイムラインを一つの

オブジェクトとして扱うことにより扱いやすさは格段に向上するのです。 

また、リプライ先のツイート取得に関しても便利なフィールドを用意してい

ます。 

InReplyToTweetId プロパティはリプライ先のツイートの ID を取得する

ものですが、ID だけでは表示はできません。そこで、InReplyTo というプロ

パティを新たに設けましたが、その過程で「同じ ID をもつ Tweet オブジェ

クトは同じインスタンスでなければならないのではないか」ということに気づ

きました。そこでこれを実現するために、JSON 表現のツイートから C#のク

ラスである Tweet クラスにデコードする際に、キャッシュを持つという発想

に至りました。 

このキャッシュは一般的なキャッシュとは異なり格納されている Tweet イ

ンスタンスへの参照を直接的に持たず、弱参照によって代替します。これに

よって、Tweet インスタンスは不要になればガベージコレクションによって

自動的に回収されるため、無駄なインスタンスを持ち続けることなくキャッ

シュ機構を実現できるのです。 

このキャッシュが完成したことによって、Saruna 上に存在するすべての同

じツイートが同じインスタンスであるということが確実になり、InReplyTo

を用いて Tweet のインスタンスにアクセスしても問題がなくなり、実装でき

たというわけです。 
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Tweet3 

Tweet2 

Tweet1 

Tweet4 

キャッシュ機構の仕組み 

キャッシュ 

Tweet1 Instance 

Tweet2 Instance 

Tweet3 Instance 

Tweet4 Instance 

Tweet4回収 

Tweet3 

Tweet2 

Tweet1 

Tweet4 

キャッシュ 

Tweet1 Instance 

Tweet2 Instance 

Tweet3 Instance 

Tweet3 

Tweet2 

Tweet1 

Tweet4 

キャッシュ 

Tweet1 Instance 

Tweet2 Instance 

Tweet3 Instance 

Tweet4と 同 じID

のツイートの解析 

Tweet3 

Tweet2 

Tweet1 

Tweet4 

キャッシュ 

Tweet1 Instance 

Tweet2 Instance 

Tweet3 Instance 

Tweet4 Instance 

おわりに 
Twitter API を実装するライブラリは数多くあり、Saruna がそれらの機能

に達しているとはまだ感じることはできません。使用するうえで使いにくい

部分が多く存在することもまた事実なのです。今後は機能の充実性からプロ

グラムコードからの呼び出しという面を重視してライブラリを改善していき

たいと思います。また、現在クラス間の依存関係は非常に複雑であり、こち
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らもできるだけ整理していければと考えています。 

Rooftop Horizon についてはデザインパターンを理解していないこともあ

り、改善は非常に大変なのですが、できるだけ広く出回っているクライアント

（たとえば Janetter など）との機能の面での差をなくしていきたいと思って

います。今後 Rooftop Horizon に実装したい機能としては、ダイレクトメッ

セージの作成および削除、検索、ツイートのお気に入りからの削除、ユーザー

詳細画面の作成があります。 

今後はよりさまざまな技術を利用して改善していければと思っていますの

で Saruna および Rooftop Horizon をよろしくお願いします。 
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ＦＰＧＡシステム構築 

1121036 情報科学科3年 

近藤 宇宙 
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はじめに 

FPGAを使いCPUを内蔵した回路を構築し、組み込みシステムの制御

開発を実践的に学習を試みました。 

 OSを搭載することでのメリットと実際に構成する方法を解説し

たいと思います。 

開発概要 

・FPGA DE0 (Altera) 

・内臓CPU NiosⅡ 

・搭載OS μCLinux 

・開発環境 QuartsⅡ 

・回路開発言語 VerilogHDL  

・アプリケーション開発言語 C言語 
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詳細解説 

 組み込みシステムではさまざまな周辺機器を制御します。制御す

るシステムには 

・スケジューリング — 各タスクをどの順番で実行するか 

・コンテキストスイッチ — 各タスクの切り替え 

・ファイルシステム — ファイルの取り扱い 

・プロトコルスタック — ネットワーク接続   

 などのソフトウェア技術も必要になります。これらを１からアプ

リケーション中に組み込むことは困難です。OSを搭載することで 

・カーネル — 上記の機能を含むOSの中心 

・デバイスドライバ — 周辺機器の制御 

・アプリケーション — システム固有の機能 

 に分離し、それぞれをエンジニアで分担も可能になります（今回

は私しか居ませんが...）。こうすることでメイン機能のアプリ

ケーション作成に専念することができ、拡張性や柔軟性を持たせる

ことができます。 

アプリケーション 

OS 

デバイス 

カーネル 

デバイスドライバ 

アプリケーション 

デバイス 

アプリケーション本体 

デバイスドライバ 

図１：OS実装時の違い 
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PC 

USB 

Blaster 

JTAG 

UART 

NiosⅡ 

PIO 

Timer System 

ID 

図2：FPGA内のNiosⅡシステム 

 各種 

デバイス 

ＳＤＲＡＭ 

コントローラ 

PLL 

FPGA 

 FPGAに構成されている回路を図に示します。 

 今回実装するOSを動作させるには次の回路があることが条件に

なります。 

・CPU 

・8Mバイト以上のメモリ(を動作させる回路) 

・タイマー回路 

・JTAG UART 
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メモリを使用できるように 

・SDRAMコントローラ - メモリを制御する 

・PLL  -  SDRAM動作に必要なクロックを送る 

 

タイマー回路とは 

・Timer  -  OSの制御機能の割り込み処理などを行う 

 

JTAGUARTとは 

・JTAGUART  -  ホストパソコンにメッセージや値を送るシリアル通

信を行う 

 

OSを動作させる条件には含みませんが 

・PIO  -  デバイスの入出力を制御するブロック 

・System ID  - コンフィグレーションした回路とダウンロードする

回路が一致するかどうか確認するブロック（デバッグ用） 

 

 以上の回路をQuartsⅡで生成しFPGAに実装してあります。 
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 次にOSをFPGAで動作できるように調整・生成を行っています。 

カーネルのビルド  

１、コンフィグレーション — 設計した回路の情報を加える 

２、カーネルのコンパイル — イメージファイルの生成 

 生成したOSをダウンロードしてシステム構築が完了になりま

す。 

 

 実際にダウンロードしてターミナルを呼び出した状態を展示作品

として置いてあります。 

 コマンド「pio」を実行すると簡単なデバイス制御を確認できま

す。 

おわりに 

 実装したCPUにOSを搭載したことで、より応用されたシステムの

考案や独特なアプリケーションの作成の着手まで及びませんでし

た。 

 今回の制作で学んだことを活かしシステム設計や構築の足がかり

にしたいと思います。 
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ArduinoとTLC5940を用いた 

LEDイルミネーション 

東京都市大学 知識工学部 情報科学科  

1121080 平岡 和起 



23 

 

はじめに 

 この冊子はArduino イルミネーションに関する概要及び工夫点、特徴等

の説明が書かれた冊子です。 

 

開発環境、言語 

・Arduino IDE + Arduino言語 

・TLC5940 ライブラリ 

 

概要 

 「ジャンパー線を使わない(自作の基盤を用いた)作品を作りたい」という

思いから作り上げたArduino用基板です。 

 なぜ自作基盤にこだわるかというのは後程説明します。 

 

機能 

 最大6つのLEDが一定周期で明滅します。 
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作成背景、目的 

 以前の2013TCU横浜祭の時に、「Arduinoを用いたライントレースミニ

カー」という作品を展示した際に、ジャンパー線やセンサーがむき出しに

なっていたことが原因で作品の耐久性が低くなってしまい、作品を見に来

た方々が自由に手に取って触ることができないという問題が発生してしまっ

たことから、「見に来た人たちが手に取って触ることができる程度の耐久性

を持ったArduinoを使った作品を作りたい」と考え、今回こちらの作品を作り

ました。 

図1:TCU2013横浜祭の時に展示した 

ライントレースミニカー 

図2:今回の作品 
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TLC5940 

 LEDの明るさは、そのLEDに流れる電流の量で決まります。その為、LEDの

明るさを調節するためには、電流の量を調節する機構、及びプログラムが

必要であり、使用するLEDの個数が多くなるにしたがって、回路の複雑化や

遅延時間の増加等の問題が発生しやすくなってしまいます。 

 今回作成した基盤に使用しているマイコン「TLC5940」はPWM(＝パルス

幅変調。今回の作品では、LEDを一定周期で明滅させるために必要な機

構)定電流LEDドライバであり、このマイコン一つで、16個のLEDを明るさを

個別に制御できます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図3:TLC5940 
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特徴 

 ブレットボードとジャンパー線を用いた回路は、着脱が容易であることから

回路の変化に対応しやすく、簡単な回路のテストには適しているものの、

ケーブルがむき出しになっているため耐久性に難があり、作品として展示す

る場合は展示会場で回路を組み立てる手間がかかる(＝再現性に欠ける)

という欠点を持ち合わせています。 

図4:ブレットボードとジャンパー線で作成した回路 

作成背景、目的の項で触れたように、今回は「見に来た人たちが手に取っ

て触ることができる程度の耐久性を持ったArduinoの作品」というコンセプト

の元、TLC5940を用いたArduinoに直接挿して使えるタイプの基盤を半田

付けにて作成しました。 

図5:自作の基盤 
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工夫点 

 ブレットボードとジャンパー線で作成した回路の欠点である再現性に欠ける

という点を克服するために、Arduino用のバニラ基盤を用いて作成し、基盤

をArduinoに直接挿し、電源を確保するだけで動作するような基盤にしまし

た。 

 また、LEDや抵抗の故障に対応できるよう、これらの部品が着脱できるよ

う、部品用のソケットを回路に作成しました。 

 

改良すべき点 

 イルミネーションと言うには地味すぎる見た目が、今後まず真っ先に改良

すべき点であると考えています。現状の案としては、ビーズにLEDを埋め込

んで、様々な種類のLEDを光らせて遊べるような作品にする考えです。 

 また、自作の基盤がむき出しになっている為、耐久性の更なる向上や見

た目を良くするためにも、専用のケースを作成することも視野に入れていま

す。 

 

あとがき 

 「情報系だけどマイコン使って何か作りたい！」と意気込んでマイコンを弄り

始めて7か月、今までブレットボード上でしか回路を組んだことが無い状態

ではじめて自分で拙いながらも楽しく基盤を作ることができました。 

 完成度はまだまだ低いので、これからも改良すべき点を踏まえたうえで、

少しずつ改良していくつもりです。 

 平岡 和起 



28 

 

価格情報検索サービス 

知識工学部 情報ネットワーク工学科 

番 義樹 
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はじめに 

 今回制作するにあたって、PHPやMySQLなどを使用しましたが、どれも初めて触れるも

のでした。至らない点が多々あると思われますので、予めご容赦ください。 

 また、著作権的にグレーな部分がある, セキュリティ対策が万全でない等の理由から、

今のところサービスの公開は行っていません。 

 

環境 

OS : CentOS 6.4 

エディタ : Vim 

言語 : PHP (, HTML) 

ライブラリ : PHP Simple HTML DOM Parser (http://simplehtmldom.sourceforge.net/) 

その他 : MySQL ,etc... 

 

概要 

 複数の海外通販サイトからスマートフォンなどの価格情報を取得,円換算し表示する

サービスです。現状での対応通貨はUSDとGBPのみ。海外から輸入する際の価格比較に使

用することを想定しているため、最終的には輸送コストも計算できるようにしたいと考え

ています。 

現在対応しているショップは 

・Clove Technology (http://www.clove.co.uk/) 

・handtec (http://www.handtec.co.uk/) 

・1ShopMobile.com (http://www.1shopmobile.com/) 

以上です。 

 このサービスは「各種情報の取得」,「DBへの登録」,「検索と表示」で構成されていま

す。 
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 情報の取得 

 スクレイピング*1 はPHP Simple HTML DOM Parser で行います。 

例えば、下のようなソース(device.htmlとする)があった場合 

以下のような感じで簡単に端末名と価格を取得できます。 

この例ではDeviceRow[0]=Device1 PriceRow[0] = 300になります。 

為替レートの取得も同じように行いました。 

//ライブラリを読み込み 

include_once('../simplehtmldom_1_5/simple_html_dom.php'); 

$html = file_get_html( '../device.html' );//URLかファイルを指定 

//class属性がproductCellDescであるdiv要素の中にあるa要素を取得 

$table = $html->find('div.productCellDesc a'); 

$DeviceRow = array(); 

foreach($table as $element){ 

                $DeviceRow[] = $element->innertext; 

} 

//class属性がproductCellPriceであるdiv要素を取得 

$table2 = $html->find('div.productCellPrice'); 

$PriceRow = array(); 

foreach($table2 as $element2){ 

                $PriceRow[] = $element2->innertext; 

} 

/*略*/ 

<div class="productCellDesc"> 

<a href="/Device">Device1</a> 

/*略*/ 

<div class="productCellPrice">300</div> 

/*略*/ 
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データベースへの登録 

 さて、情報の取得については分かりましたが、検索するたびに取得させると、無駄に時

間がかかる上にDoS攻撃*2 だと認識されてもおかしくありません。そこで、取得したデー

タを保存しておくデータベースを作成します。 

 

 

 

 

 

idフィールドにはAUTO_INCREMENT 属性を設定しておきました。 

 次に、上記のテーブルに先ほど取得したデータを追加します。データベースへのデータ

の挿入にはINSERT文を使用します。 

(PHPでのデータベースへの接続などは省略。) 

上記を実行すると、テーブルにデータが追加されます。 

 

 

 

 

 

価格更新はUPDATE文あたりで対応する予定です。 

 

 

 

 

 

 

(どうでも良い事ですが、データベースシステムという講義は“可“でした) 

id Device  Shop Price 

0 Test Test 99999 

1 Device1 Shop1 300 

testテーブル 

id Device  Shop Price 

0 Test Test 99999 

    

INSERT INTO test (device, shop, price) VALUES ('$DeviceRow[0]', ‘Shop1’, '$PriceRow[0]) 

testテーブル 
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検索と表示 

 端末名, 価格, 為替レートの取得とDBへの登録はできました。次はこのデータを検索し

て表示できるようにする必要があります。 

 まずは、適当に入力用のフォームを作りました。HTMLも予備知識はほぼゼロなので最

低限動けばいいでしょう。 

かなり省略しましたが、device ,shopという名前と、入力した各値がsearch.phpに送られま

す。 

 search.phpではフォームから送信されたデータを用いてテーブル(前ページのtest)を読み

取り、条件に合致したデータを表示します。テーブルの読み取りにはSELECT文を使用しま

す。 

 

 

 

/*省略*/ 

<form method="post" action="search.php"> 

/*いろいろと省略*/ 

<label for="device">Device</label> 

<input type="text" name="device"/> 

<label for="shop">Shop</label> 

<input type="text" name="shop"/> 

/*いろいろと省略*/ 

<button type="submit" class="action">検索</button> 

<button type="reset" class="right">リセット</button> 

</form> 

/*省略*/ 

SELECT * FROM test WHERE shop LIKE '%$shop%' AND device LIKE '%$device%' 
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 例えば、フォームのDeviceに「Device1」,Shopに「Shop1」と入力した場合、Device列と

Shop列から、 

 

 

 

 

「Device=″Device1″ , Shop = ″Shop1″」に該当する 

 

 

 

「id = 1 , Device=″Device1″ , Shop = ″Shop1″ , Price  = 300」の行が取得されます。そして、同

じように、別のテーブルに保存された為替レートを取得後、円換算した価格を計算し、検

索結果として表示させます。 

 条件は部分一致になっているので、特定の端末の価格を一覧表示することも可能です。 

 

 

 

 

id Device  Shop Price 

0 Test Test 99999 

1 Device1 Shop1 300 

testテーブル 

id Device  Shop Price 

1 Device1 Shop1 300 
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問題点 

・冒頭でも述べた「セキュリティ対策が万全でない」について 

 現状では他の未完成部分が多く、サニタイジング*3 などに一切手を付けられていない

ため、SQLインジェクションに対して無防備です。 

 例えば、フォームに「' OR 'A' = 'A」と入力すれば、「'A' = 'A'」という恒真式がORの対象

になるため、テーブルの全データが取得されてしまいます。このサービスに限って言え

ば、これは大した問題ではありませんが、もし「'; DELETE FROM test WHERE 'A' = 'A 」が

通ってしまえばテーブルの全データが削除されることになります。 

 

・ショップのセール時に対応できない 

 セール価格時のHTMLタグが通常時と違うため、スクレイピングが上手くいかない問題

に対応できていません。 

 

・価格更新が未実装 

 初回の取得用と別に更新用のプログラムを用意すればすぐに対応可能ですが、賢くない

気がするので他の方法を考えています。 

 

おわりに 

 冒頭で述べたように全てが初めて触れるものだったこともあり、制作時間の8割は勉強

に使ってしまいました。しかし、まだまだ理解が足りていないので続けるとなれば勉強が

必要です。 

 今後は、セキュリティ対策, 未実装部分の実装,  UIの改善の順で進めていく予定です。

これらを消化できれば完成と言えますが、著作権の問題は解決できるものではないので、

公開は難しいかもしれません。 

 

 

 

 

*1 Webサイトのデータを必要な部分だけ抽出して利用すること  

*2 サーバなどの機器に攻撃を行い負荷や通信量を増加させ、サービスを低下させること  

*3 テキストデータ上の特殊文字を一般的な文字列に変換する処理 
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Raspberry Piによる 

情報の取得と発信 

知識工学部 情報科学科 

渡辺 祐也 
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はじめに 

今回資料製作にあたり、自身が初めてRaspberry Piに触ったことや

初めてRaspberry Piを触る人、今回の製作目標であったネットワー

ク経由での情報の取得と情報の発信について興味がある人に向けて

この資料を製作したので内容は初心者向けになっています。その点

ご了承ください。 

 

開発概要 

・Raspberry Pi Type B 512MB  

・OS ： raspbian 

・使用言語 ： Perl 

・Open JTalk(音声合成エンジン) 

 

 OSの導入、初期設定についての説明は今回資料では省かせてい

ただきます。また標準ではエディターはnanoですがVimに変更しま

した。変更時デフォルトのVimは機能が限定されているのでGVimを

インストールしました。 
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概要 

 Raspberry Piによる情報の取得はネットワークを経由して行いま

した。開発段階では有線で行っていましたが今回展示するにあたり

無線での接続で自宅外での展示を実現しました。情報の発信は音声

による発信を目標とし、これはOpenJTalkによって実現しました。  

1. #!/bin/sh 

2. TMP=/tmp/jsay.wav 

3. #cd /usr/share/hts-voice/nitech-jp-atr503-

m001 

4. cd /usr/share/hts-voice/mei_happy 

5. echo "$1" | open_jtalk ¥ 

6. -td tree-dur.inf ¥ 

7. -tf tree-lf0.inf ¥ 

8. -tm tree-mgc.inf ¥ 

9. -md dur.pdf ¥ 

10. -mf lf0.pdf ¥ 

11. -mm mgc.pdf ¥ 

12. -dm mgc.win1 ¥ 

13. -dm mgc.win2 ¥ 

14. -dm mgc.win3 ¥ 

15. -df lf0.win1 ¥ 

16. -df lf0.win2 ¥ 

17. -df lf0.win3 ¥ 

18. -dl lpf.win1 ¥ 

19. -ef tree-gv-lf0.inf ¥ 

20. -em tree-gv-mgc.inf ¥ 

21. -cf gv-lf0.pdf ¥ 

22. -cm gv-mgc.pdf ¥ 

23. -k gv-switch.inf ¥ 

24. -s 16000 ¥ 

25. -a 0.05 ¥ 

26. -u 0.0 ¥ 

27. -jm 1.0 ¥ 

28. -jf 1.0 ¥ 

29. -jl 1.0 ¥ 

30. -x /var/lib/mecab/dic/open-jtalk/naist-jdic ¥ 

31. -ow $TMP && ¥ 

32. aplay --quiet $TMP 

33. rm -f $TMP 

音声出力の実現 

 音声の出力をするにあたり以下のシェルスクリプトを組みまし

た。 
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 前ページのスクリプトによるコマンドをjsay.shとし、このコマン

ドに実行権をあたえた段階で以下のように実行する。 

“ ”で囲まれた部分が音声として出力されます。 

 このときのデフォルトの音声は聞き心地があまりよくなかったの

で、MMDAgent用に作成した音響モデル(初音ミクさん)を使用しま

した。この音響モデルをデフォルトの音声に上書きして使用しま

す。(TYPE-β の方がかわいいです) 

$ jsay.sh "ふるふるふるむーん” 

情報発信の実現 

 今回発信する情報には時間の発信、つまり時報の役割となるよう

に設計しました。 

 以下にjsayコマンドを使用した時刻の取得と時刻の音声発信のス

クリプトを示します。 

1. #!/usr/bin/env perl  

2. use strict;  

3. use warnings;  

4. use feature qw/say/;  

5. use Time::Piece;  

6. my $t = localtime;  

7. my $now = $t->strftime("%p%I時%M分");  

8. $now =~ s/00分//;  

9. $now =~ s/12時/零時/;  

10. system("jsay ぱんぱかぱーん只今の時間は${now}です");  
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定期実行の実現 

 時報としての役割を持たせるために定期実行する必要があり、こ

れはcronを使用することによって実現しました。cron とは、ジョブ 

(スクリプト)を自動実行するためのデーモンプロセスです。 cronの

設定はcrontabコマンドによりcrontabファイルの編集によって行い

ます。この時、時間指定の後ろにスクリプトの場所を指定します

が、ファイル最上部で絶対パスでもスクリプトの場所を指定する必

要がありました。 

 以下に30分おきに実行する場合のcrontabファイルへの記述例を

示します。 

PATH＝hogehoge 

*/30 * * * *  home/hoge/cron/zikan.pl 

おわりに 

 今回取得する情報は時刻という簡単なものでありましたが、応用

次第では例えばtwitterやメールなどの文章を受信と同時にリアルタ

イムで音声出力するなども可能であると思います。(twitterはリアル

タイムでの出力は時間当たりの文章量的に難しそう)まずは身近な

情報では天気やニュースなど最新の情報を取得し発信できること目

標に改良したいと思います。 
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ゲーム開発日誌・報告書 

知識工学部 情報科学科  

杉山 勇輝 
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１．概要 
 

 今回のゲーム開発にあたり、ゲームやソフトなどの「開発した結果得るもの」の展示

は多くありますが、「開発の過程」というのはなかなか公開する人がいませんでした。 

 自分は今回、短期間ながらゲームの開発と公開を行い、その過程についての報告

をひとつの展示物とすることにしました。 
 

２．開発コンセプト 
 

 Unityを用いて7日間ゲーム開発を行ったという記事があり、それに触発される形で

今回の計画を企画。 

 開始段階では、「短期間でたくさんのゲームを作る」をテーマにし、開発と同時に公

開を行い開発の過程も記録することで、後にゲームやソフトの開発をする人にとってヒ

ントとなるようなものを残そうということでスタートしました。 

 同時に、ゲーム開発へのモチベーションの低下を感じていたため、モチベーション

を向上させるための手段として開発過程の公開を盛り込んだというものもありました。 

 ゲーム内容については初めから複数のものを作るということであまり決めていません

でしたが、開発するアイデアについては前もって大量に用意し、そこから選んだりして

着想を得ていく形をとりました。 
 

３．環境 
● ゲーム開発環境【Unity】 

● ゲーム開発日誌 yahoo!ブログ 
 URL http://blogs.yahoo.co.jp/syguykmi 
 

４．制作日数 
2013年9月29日～2013年10月8日 

2013年11月14日～2013年11月22日 
 

http://blogs.yahoo.co.jp/syguykmi
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５．制作過程 
・2013年9月29日、開始 

 当初の予定では小型ゲーム、数分でできるミニゲームレベルのものを量産する予定

でした。 

 この段階での構想は「一週間程度の時間をかけて一つゲームを作る」となっていま

した。 

 この日にブロック崩しを公開。以後ブロック崩しの改造に取り組んでいます。 

 

・2013年10月4日、ブロック崩し更新 

 ブロック崩しの改造、更新を行っています。 

 前回の更新から5日ほど経過しての更新。効果音の実装などを行いました。 

ブロック崩しの完成を目指していますが、この時点で一週間という規約に迫っている

状態でした。 

 新しいことをどんどん取り込んでいこうとしており、効果音やシーン遷移といったこと

に挑戦しています。 

 この頃から宣伝についても考え始め、定期ツイートの設定を行いツイッター上での

ブログの宣伝も行いました。 

 

・2013年10月8日、ブロック崩し更新 

 ブロック崩しのゲーム性向上を目指しています。前回に比べて変更点が減っていま

す。 

このあたりで次の製作物について考えています。既にブロック崩しは完成したようなも

のと捉えていたようです。 

もう少しゲーム性を高めておこうという気持ちもあったようです。 

 

・長期の更新断絶 

 ここでブログの更新がストップします。 

 製作物が無く、更新できるような内容のものが作れていないと判断したため、次の製

作物完成までブログを更新しないようにしたことが原因となります。 

この時期の活動としては、ブロック崩しからゲーム性を大きく変え、アクションゲームへ

の挑戦を行っていたような記録がデータに残っていました。 
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・2013年11月14日 更新再開、大砲ゲーム公開 

 ここで更新を再開させます。11月23日の世田谷祭が迫ったということで改めてブログ

更新と制作日誌をやろうということになりました。 

前回更新分までを失敗と位置づけ、再スタートを計りました。 

ここではブロック崩しから路線を変え、マウスカーソルを狙って弾を発射する大砲ゲー

ムを製作、公開しました。  

・2013年11月14日の深夜 射的ゲーム公開 

 前回更新と同日更新、に見えますが前回更新が午前何時だかと実質13日更新のよ

うなもので、一方でこの更新は14日の夜という形になっています。 

サークル内メンバーの提案もあり、ここでは射的ゲームを制作し公開。 

前回の大砲ゲームからシステムを引き継ぐ形で実装しました。 

・2013年11月16日 FPSモーションの制作 

 射的ゲームのシステムを引き継ぐという形で制作。FPSモーションの実装として、マウ

スカーソルの位置によるプレイヤーの回転と前進を実装。 

実装規模が10月のそれよりもさらに少なくなっていますが少しだけでもいいから公開

しようということで更新に踏み切りました。 

このあたりでゲームの実装にあたってのコードの引用などの重要性を再確認していま

した。 

図1  大砲ゲーム 

図2 射的ゲーム 
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・2013年11月19日 フライトシミュレーション着手 

 今回の世田谷祭において公開することになったフライトシミュレーションの制作に取

り組み始めました。 

飛行、射撃、旋回の実装を優先し、見た目それっぽくすることを重視していました。 

記録として特に残していませんが、この段階ではフライトシミュレーションを最終的な成

果物にするとは考えていなかったはずです。 
 

・2013年11月20日 フライトシミュレーション改造 

 ゲームシステムの実装を行い、クリアとゲームオーバーの概念を設定。 

攻撃し、ダメージを与えて破壊、ダメージを受けすぎるとゲームオーバーという形を作

りました。 

テストプレイが自分だけという状況だったため、バランス度外視という状態。 

この日も公開することを目標に作っていた、ということが影響していそうです。 

この段階でゲームが開発できたと結論付けています。本来は複数のゲームを開発す

る予定でしたが、ここでひとつのゲームを作ったことに落ち着けることに決めていたは

ずです。 
 

・2013年11月21日 フライトシミュレーション完成 

 サークル活動内において実際にプレイした感想を聞き、それを元に修正。 

ついでにタイトルなどもつけて、世田谷祭発表に向けてひとまずの完成とさせました。 

図3 フライトシミュレーション 
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６．分析と補足 
 

●ブロック崩しの実装から改造へかかる時間は見た目は多いです。 

一方で、かけた時間に対してできたことは少なく見えます。 

後半におけるフライトシミュレーションの改造度合いを見ても変化の度合いがかなり違

うように見えてきます。 

この「見た目の変化の違い」は前半と後半の開発の大きな違いとして挙げることができ

ると思います。 
 

●前半の開発においては、一定以上の成果が無ければ更新をしないというように決め

込んでいました。 

結果として、あまり開発できていないから更新は無し→更新できても時間に対して更

新の量が少ない→悩む という悪い思考回路が出来上がりました。 
 

●後半の開発において、前回やろうか、と言ったことが次の更新においてできていな

いということが多くありました。 

そのことについては悩む点もありましたが、「宣言したことができなかった分別のものを

作ることができたからそれで良し」といった形で結論を出しました。 
 

●後半の開発では過去の制作物の流用を強く意識しました。楽して何か作ってしまお

うというのがその根底にありましたが、時間短縮やシステムの強化につながり、結果と

して良い方向に働いたと感じています。 

見方によっては単体テストから順に統合していったとか、システムの段階的な実装を

行っていたと見ることも可能なのかもしれませんが、それを言う場合は初めからフライト

シミュレーションを作ることを目的として動いていないといけないと思うため、今回はそ

のようなことはしていなかったのだ、としておきます。 
 

●ブログ側にはコメントがついていないのですが、主にツイッターで開発に対する反応

をもらいました。 

この反応が思った以上にうれしく感じたことを書いておきます。これだけでも、公開す

る価値はありました。 

また、公開にあたってツイッター上での宣伝も行いましたが、これにどの程度効果が

あったのかは分かりません。ツイッター上で宣伝を行うことで気づいてもらえた、という

のはあったと思います。 
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７．考察 

 
 まず前半の失敗の大きな原因として、「ブログを更新するなら一定以上の成果が無

ければいけない」と自分の中でルールを作っていたことがあると考えました。 

 このルールには「今までゲーム開発も色々やってきたのだからある程度は良いもの

を出さなきゃ」というプライドがあったのだと思います。ネットで対外的にゲームを公開

することはこれが初めてだったため、つまらないものでは恥ずかしいという意識があっ

たようでした。 

 結果として、このルールによってブログの更新が遅くなることが、かえって開発への

意識を無くさせる結果を招きました。 

 ブログによる開発過程の公開はモチベーションの維持が目的のひとつでしたが、そ

のブログが更新しなくなるとゲーム開発への意識が薄れていき、最終的には全く触れ

なくなるという期間が発生することとなりました。 
 

 一方で、後半の開発では「とにかく開発日誌をつけよう、何か公開しよう」という形で

動いていたため、正直言って大したこと無いレベルの開発でもブログ更新にあたって

のネタにしようと動いていました。 

 16日更新がその例で、その前の更新における射的ゲームにキーボードによる回転

操作を加えただけとなっていました。 

 それでも更新を行い、少しでも更新内容を書いていきました。 

 結果として、更新を行ったことで一区切りとして、全く新しいことへと取り組もうという

意識が出てきたようで次の更新ではフライトシミュレーションへと路線を変更することに

なっていきました。 
 

 開発中に何か行き詰ったと感じた時にどう対処するのか、というテーマがあり、後半

の開発における「行き詰ったらもう公開しちゃって次に行く」という行動が今回フライト

シミュレーションの完成までこぎつけた理由になるのかな、と考えました。 
 

 開発過程の公開としては、とりあえず順番にゲームを公開していくという形になった

ため、今回の形が正解だったのかとは結論がつきません。 

 ただ、分析にもあるように反応をもらえるだけでもモチベーションの向上につながる

ため、非常に良かったと感じます。 

 ただ、一度反応をもらった後に反応が無くなってしまうとかえってモチベーションの

低下を招きかねないため、継続的に行う必要があります。その「継続的に行う」というこ

とが開発成功の秘訣になるのだろうか、と考えます。 
 

 ブロック崩しにおいて、更新を行っても見た目の変化が少ないことがどうしても気に

なりました。 
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 また、動きの少ない画面を見ていて、自分があまりできていないという焦りすら生ま

れました。 

 一方で、フライトシミュレーションにおける大量の敵弾は、自分で見ていてもそれだ

けでかなり満足のいく仕上がりのように見えました。 

 動きがあるということが、思った以上に重要なようでした。  

８．結論 
 

１．小さなことでもどんどん公開し発表していくこと 

 初めてやるのだから最初は小さなことに収まりがちで、それは当然のこと。 

なので、それでも良いからどんどん発表していくことが大事だと考えました。 
 

２．行き詰ったらどんどん切り替える、宣言の失敗は別の成果で取り返す 

 「次にここまでやります」と言っちゃうと、そこまでやらなきゃいけないと自分で決め、

できないと悩みました。 

 でも、他から頼まれたわけではないのでそこまで無理に守らなくても大丈夫。 

また、宣言したこと以上に大きなことができればそれで良いのだ、と考える。 

経験が浅ければいきなり難しいことを言ったりもしますし後から気がつきます。 

その時にスパッと気持ちと計画とやっていることとを切り替えることが大事。 
 

３．たくさん動かしてみせる 

 ゲーム内容について。どこまで深く作りこんでも、ゲーム画面に動きが少ないとつま

らなく見えてしまいます。 

 やっていることが裏ではとても微妙でも構いません、とにかくたくさん動かしましょう。

自分で見ていてもここまでやれたのだと満足できます。 

９．終わりに 
 

計画を立てて公開しながら開発するという経験は初めてのことです。実は密かに大学

生のうちにやってみたいことの一つでした。 

できたもの、自分の記録。失敗はありましたが満足いくものができたと思っています。

もっともっと色々工夫したりアレもやれただろ、というのもありますが。 

あとは、今回のこの記録が他の人にとって少しでも役に立つものになっていればと思

います。 
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はじめに 

 この冊子では制作物における各種機能の実装に関する説明をします。 

開発環境 

● Visual Studio 2012 Express 

● DXライブラリ 

● C/C++ 

 

 概要 

● オセロとしての基本的機能 :コマを置く・ひっくり返る・勝敗決定 

● ゲームとしての基本機能   :スタート・タイトル・終了 

これらの実装を目標とし作成しました。 
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目的 

 このプログラムの目的は、現在の作者がどの程度のプログラミング能力を有している

かを作者自身が確認するためにあります。そのため現在のプログラミング能力でオセロ

ゲームとして機能するプログラムを作ること、及び自身の課題を確認することを目的と

しています。そのため資料閲覧禁止制限を設けたのです。 

 

オセロ盤 

 2次配列を盤の処理に使用しています。オセロの盤は8×8なので8×8の配列を用意

し、配列の値が0の場合は何も置かれていない部分とし、同じように1を黒のコマ、-1を

白のコマとしています。また現在のプレイヤーの手番自体も1と-1で表しています。 

 

コマを置く 

 エンターキーが押された時、カーソルのあるセルが何も置かれていない、つまり配列

の値が0でありかつ置いた場合ひっくり返せるなら、セルの表す配列にプレイヤーの値

を代入しています。 

 

ひっくり返す 

 ある座標にコマが置かれた際、現在のプレイヤーのコマに-1を掛けたコマが8方向に

何個あるかを最初に検索し返します。その際、配列の値が0である場合と、配列の添字

が7以上または0以下の場合にはひっくり返せる数を0とカウントし、それ以外の場合に

はひっくり返せる数をカウントします。 

 返せる個数が0でなければ、8方向全てに対してひっくり返せる個数分繰り返し文を使

い現在のプレイヤーの値を配列に代入します。 



51 

 

パス 

 8方向に対しひっくり返す処理を行い、どの方向もひっくり返す個数が0だった場合、

メッセージを表示させプレイヤーの手番を変更します。 

 

キー入力 

 DXライブラリにはキー入力をチェックする方法が用意されていますが、char型で256

個の配列を宣言し1つの関数を実行した後に、宣言した配列を参照することでキー入力

を確認しています。キー入力が必要な場面でそれらのことを一回一回やっていては効率

が悪いので、それを組み合わせ、それぞれのキー入力によって返り値の違う関数を作成

し使用しました。 

 これによりその関数を呼び出すことでキーが押されているかの確認が簡単にできるよ

うになりました。 

 

描画 

 描画にはDXライブラリの関数を使用しています盤は配列とその値で表現されているの

で配列の値に合わせて盤とコマを表示しています。 

配列上 

配列を元に    

描画 

実際の画面 
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リプレイ 

 リプレイの保存は1手ずつ置いた場所を記録し、再生では記録された場所にコマを置

いていきます。コマを置いたタイミングでひっくり返す関数を使用し同じ行動を再現し

ています。 

 

CPU対戦 

 コンピュータのアルゴリズムは考えられる中でおそらく最も単純なものだと思われま

す。まず4つの角どれかに置けるか調べ、おけるのであれば角にコマを置きます。角に

コマが置けないのであれば置ける場所を上から検索していき、その中で最も多くの相手

コマをとることの出来る場所にコマを置きます。 

 しかし実際対戦してみると角を取る場合ももちろんありますが何故か優先的に取りに

行きません。原因不明なためこの状態でリリースしました。 

 

終わりに 

 今回はじめて資料なしでプログラミングを行いましが、やはりかなりの時間がかかり

ました。特に何個ひっくり返せるか検索する部分が難しく、1方向ならば簡単にできる

のですが8方向となると難易度が上がりました。また最初の段階で設計をしっかりと行

わなかったため、途中で関数を大幅に変更しそれに伴うバグが発生するなどしました。 

 このプログラムの制作によって設計やメンテナンス性の高いコードの大切さと自分自

身の課題を知ることが出来たので、今後より精進していけるように努力を重ねていこう

と思います 
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Androidアプリ 
・フローティングウィンドウ 

・ペイント 

・直線認識 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

知識工学部 情報ネットワーク工学科 2年 

古屋 翔蕗 
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はじめに 

制作したAndroidアプリに関して簡単ではありますが解説等を記しました。 

 

開発環境,使用言語 

・eclipse 

・java 

 

フローティングウィンドウ 

 今回作成したフローティングウィンドウはAndroidのレイヤ表示を利用して通常のアプ

リが表示されるレイヤより上層にViewを置くこと、Serviceを使い常駐させること、表示

したViewを動かすこと、この3つをそれぞれ実装し組み合わせることで実現しました。 

 

・Androidの表示レイヤ 

 Androidの画面(View)は複数のレイヤで構成されており、これらのレイヤは情報の重要

度・優先度によって使い分けられています。今回はこのレイヤのシステムオーバーレイ

を使用しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Androidのレイヤのイメージ図 

 

・Service 

 サービス (service) とは、バックグラウンドで動くプログラムのことです。 今回は表

示したImageをボタンを押してユーザが消すまでは表示し続けたかったので、このService

を用いてウィンドウを表示させ、常駐させるようにしました。 

通常のアプリ 

電話 

トースト 

システムオーバーレイ 

システムエラー 

情報の優先度 

高 

低 
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・表示させたViewを動かす 

 Androidのホーム画面ではアプリのアイコンなどを指で自由に動かすことができます

が、アプリで表示したアイコンも同じように指で自由に動かせるようにしました。タッ

チした場所の座標やタッチされたViewの座標を取得し、指で動かした座標にViewを移動

させます。 

 

ペイント(没案) 

 指でなぞったところへ線を描画するペイントのようなものです。線を描画する以外の

機能は実装されていません。アプリを起動するとPaint1とPaint2というボタンが出現しま

すが、このとおり2通りの方法でペイントを実現してみました。どちらも線を描画する方

法は同じですが、一度指を離して次の線を描画しようとすると線が消えてしまうので、

消えないようにする部分でそれぞれ違う手法を用いました。 

 Paint1ではpathを配列に保持、Paint2ではcanvasのキャプチャをとり次の線が描かれたら

キャプチャと線を重ねる、という方法で一度描いた線が消えないようにしました。 

 

・画像認識的な(没案) 

 色々と敷居が高かったために断念した制作物です。完成のイメージとしては、ノート

をカメラで撮影し、歪み、傾きを正して綺麗な状態(ノートが綺麗な長方形となる状態)に

なるように撮影した画像を補正するものを考えていました。まずカメラから画像を取

得、その後画像からノートの輪郭を検出し歪みのなくなるように画像を変換する、とい

う手順を考えていましたがその肝心なノートの輪郭を検出し歪みのなくなるように変換

という部分が困難だったために断念しました。 

 さて、現状で出来上がった部分までの解説を少ししたいと思います。アプリを起動し

た後、画面をタッチすると写真を撮影します。撮影後、撮影した写真から直線を認識し

赤い線を引くようになっています。また、端末のメニューキーを押すともう一度撮影す

るためのボタンが出てきます。 

 今回直線を検出するのにHough変換を使用しました。(理由は、他に調べたアルゴリズ

ムが難解で一番なんとかなりそうなものがHough変換だったからです…)とても簡単で

ザックリした説明になりますが、いかなる点をとってもその点を通る直線は無限個存在

するが、その直線の中で画像の特徴点を最も多く通るものを決定することがHough変換の

目的になります。このHough変換を用いて撮影した写真から直線を認識して赤い線を表示

させました。黒い線(PCのACアダプタのコードなど)を撮影するとうまくいきやすと思いま

す。 
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